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産業労働に関するイベント等の情報をお知らせします。 

各事業の詳細は、ホームページでご確認ください。 
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******************************************************************** 

☆☆お知らせ☆☆ 

☆１ 第２６回参議院議員通常選挙のお知らせ 

 

７月１０日（日）は、第２６回参議院議員通常選挙の投票日です。 

あなたの一票を大切にし、忘れずに投票しましょう。 



「一票に 私の思いを 届けよう」 

▽第２６回参議院議員通常選挙特設ページ 

https://2022sangiin-senkyo-aichi.jp/ 

▽愛知県選挙管理委員会 twitter 

http://www.twitter.com/aichisenkyo 

 

★★公募・募集★★ 

★２ 女性起業家育成・促進事業「ヒトハナ」参加者を募集します 

 

県では、「女性起業家育成・促進事業 ヒトハナ」を実施し、女性の起業や女性起業家 

の活躍を応援しています。その事業の一つとして、事業の本格的な拡大を目指す女性起業

家・経営者の方を対象に、「女性起業家・経営者スケールアップ支援プログラム」を実施し

ます。各専門分野に精通したメンターによる伴走支援やセミナー・展示会等を通じて、女性

起業家・経営者の方が御自身の事業を拡大し、ヒトハナ咲かせていただけるよう支援を行い

ます。事業の本格的拡大を目指す女性起業家・経営者の方はぜひご応募ください。（無料） 

 

・対象：愛知県内に事業所がある又は事業活動の拠点が愛知県内にあり、事業の拡大を目指

す女性起業家・経営者の方（個人事業主の方も含む） 

【このような方におすすめ】 

 ・新規顧客開拓や販路を拡大させたい 

 ・新商品開発や新事業の創出により、事業の軸を増やしたい 

 ・連携できる仲間や新しいスタッフを増やして、事業規模を拡大させたい 

・応募期限：7月 15 日（金）23:59 

・定員：10 名程度 

 

https://aichi-hitohana.com 

 

◎産業政策課 広報・企画調整グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6330 

◎ヒトハナ運営事務局（株式会社ツクリエ）（申込みに関すること） 

 info@aichi-hitohana.com 

 

★３ 自動車サプライヤー向けセミナー「CASE、カーボンニュートラルの最新トレンド／新

事業展開への挑戦」の参加者を募集します 

 

県では、本県の自動車サプライヤーが「100 年に 1 度の大変革期」を乗り越えられるよう、

電動化に関する最新情報やカーボンニュートラル対応及び新事業展開に関する取組事例を



紹介するセミナー「CASE、カーボンニュートラルの最新トレンド／新事業展開への挑戦」を

開催します。（無料） 

・日時：7月 25 日（月）13：10～16：55 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）18 階 あいち国際ビジネス支援セン

ター（名古屋市中村区） 

・定員：70 名（申込先着順） 

・申込期限：7月 21 日（木）17：00 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/shinbunya2022-1.html 

 

◎産業振興課 自動車グループ 

 電話 052-954-6376 

 

★４ 若者人材確保支援の専門家派遣先企業を募集します 

 

県では、代表的な地場産業である繊維・窯業の中小企業の人材確保を支援するため、「地場

産業若者人材確保支援事業」を実施しています。本事業では、企業に専門家を無料で派遣し

コンサルティングを実施するとともに、会社案内やリーフレットの作成等により、効果的な

人材確保活動を支援します。採用や人材育成等にお悩みの繊維・窯業企業の皆様は、是非御

応募ください。（無料） 

 

・対象企業：若者人材の確保に課題を抱えている愛知県内の繊維工業及び窯業・土石製品製

造業の中小企業 

・募集企業数：5社 

・専門家派遣期間及び回数：2022 年 8 月～2023 年 2 月までの間で、1社当たり 4回程度（各

回 2時間程度） 

・申込期限：7月 21 日（木） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/r4jinzaikakuho.html 

 

◎産業振興課 繊維・窯業・生活産業グループ 

 電話 052-954-6341 

 

★５ 「愛知の発明の日」記念講演会の参加者を募集します 

 

県では、第 18 回目となる「愛知の発明の日」記念講演会を開催します。2025 年日本国際博

覧会（大阪・関西万博）に向けた研究開発と、ヒット商品を生み出す知財戦略について、そ



れぞれの分野で活躍されているお二人から御講演をいただきます。是非御参加ください。

（無料） 

 

・日時：8月 1日（月）13：30～16：00 

・開催形式：オンライン配信（YouTube Live) 

・定員：200 名（要事前申込、申込先着順） 

・申込期限：7月 22 日（金） 

 

https://www.pref.aichi.jp/site/aichi-chizai/aichi-hatsumei2022.html 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★６ 「あいち少年少女発明クラブ紹介展」を開催します 

 

県では、県内少年少女発明クラブの活動を紹介し、子供たちの科学技術や創意工夫への興

味・関心の向上を図るため、「あいち少年少女発明クラブ紹介展」を Web 上で開催します。

少年少女発明クラブの活動で学んだ知識を元に、アイデア・工夫を凝らした作品を紹介しま

す。（無料） 

 

・開催期間：2022 年 8月 1 日（月）～2023 年 2月 28 日（火） 

・開催形式：「あいち少年少女発明クラブ紹介展」スペシャル Web サイトでの公開 

 

https://aichi-hatsumei2022.com/ （8月 1日（月）より公開） 

 

◎産業科学技術課 研究開発支援グループ 

 電話 052-954-6370 

 

★７ 名古屋工業大学主催「第 16回工場長養成塾」参加企業を募集します 

 

名古屋工業大学では、第 16 回工場長養成塾の受講企業を募集しています。当塾では、名古

屋工業大学で生産管理や品質管理等を学ぶゼミと改善の効果を自らの手で習得する実習と

共に、改善活動を参加企業の製造現場で実践することで、問題に気づく力を養い、自ら考え

行動し、国内外で活躍できる工場管理者を育成します。 

 

・実施期間：2022 年 9月 23 日（金）～2023 年 3月 4 日（土） 

・場所：国立大学法人名古屋工業大学（名古屋市昭和区）及び受講企業工場 



・定員：32 社 

・参加費：55万円 （税込） 

・申込期限：7月 25 日（月） 

 

https://kojocho-juku.web.nitech.ac.jp/ 

 

◎名古屋工業大学 産学官金連携機構 工場長養成塾事務局 久野 敬次 

 電話 052-735-7341 

 

★８ 「デジタル技術等活用技能継承支援事業」の受講者等を募集します 

 

県では、技能継承に関する課題の解消に資するため、県内の中小企業を対象に、eラーニン

グでの講義やデジタル技術を活用した技能継承事例を紹介するセミナーを開催するととも

に、デジタル機器等を活用して技能継承を進めていく企業に対して、ハンズオン支援を行い

ます。（無料） 

 

＊e ラーニング＊ 

・期間：2022 年 7月～2023 年 2 月 

・コース：5コース 

・所要時間：1コース当たり 3時間（1時間×3本） 

・定員：180 名（1社 3名まで）（申込先着順） 

 

＊セミナー＊ 

・日時等： 

第 1回 9 月 16 日（金）13:00～16:00「動画マニュアルを活用した効果的な技能継承」 

第 2回 10 月 5 日（水）13:00～16:00「AR ツールを活用した効果的な技能継承」 

第 3回 11 月 22 日（火）13:00～16:00「VR 等デジタル技術を活用した効果的な技能継承」 

・場所：中産連ビル（名古屋市東区） 

・定員：各回 30 名（申込先着順） 

 

＊ハンズオン支援＊ 

・期間：2022 年 8月～2023 年 2 月 

・支援回数：各社 6回程度 

・定員：3社（申込先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/ginoukeisyou2022.html 

 



◎産業人材育成課 技能振興グループ（事業全体に関すること） 

 電話 052-954-6375 

◎一般社団法人中部産業連盟（県業務委託先）（申込み・内容に関すること） 

 電話 052-931-9826 

 

★９ 「職場のメンタルヘルス対策セミナー」を開催します 

 

県では、中小企業の経営者や人事労務担当者の皆様を主な対象に、職場のメンタルヘルス対

策セミナーを開催します。セミナーではメンタルヘルス対策の基礎知識や、休業開始から職

場復帰までのスムーズな支援等について、特定社会保険労務士の山下智章氏からご講演い

ただきます。（無料） 

 

・申込期限：各開催日の 1週間前 

＜ベーシックコース＞ 

【名古屋会場】 

・日時：7月 20 日（水）13:30～16:00 

・場所：愛知県産業労働センター（ウインクあいち）1101 会議室（名古屋市中村区） 

・定員：50 名（申込先着順） 

＜ステップアップコース＞ 

【名古屋会場】 

・日時：8月 18 日（木）13:30～16:00 

・場所：愛知県三の丸庁舎 8階大会議室（名古屋市中区） 

・定員：40 名（申込先着順） 

【豊田会場】（豊田商工会議所との共催） 

・日時：9月 27 日（火）13:30～16:00 

・場所：豊田商工会議所 2 階多目的ホール（豊田市） 

・定員：50 名（申込先着順） 

【豊川会場】（豊川商工会議所との共催） 

・日時：10 月 28 日（金）13:30～16:00 

・場所：豊川商工会議所 2 階ホール（豊川市） 

・定員：40 名（申込先着順） 

 

https://www.pref.aichi.jp/press-release/mentalseminar2022.html 

 

◎労働福祉課 調査・啓発グループ 

 電話 052-954-6359 

 



★10 「中小企業の日・中小企業魅力発信月間」特別企画『中小企業で働く 20代、リアル

なシゴト事情お聴かせします！』を開催します 

 

中小企業にとって求人・採用のネックとなっているものの一つが「中小企業へのステレオタ

イプなイメージ」です。こうした課題に対し愛知中小企業家同友会では、一つの試みとして

学生の人たちに中小企業で実際に活躍する同年代の若手社員や、結婚や出産を経て仕事を

する若手・中堅社員と交流する場を設定し、等身大の若者のリアルな働くこと事情に触れ、

大企業と中小企業という先入観を超えて豊かに人生を送ることの意味を考えてもらう機会

を提供します。（無料） 

 

・開催期間：7月 29 日（金）11：20～12：40 

・開催形式：オンライン配信（Zoom ミーティング） 

・申込締切：7月 24 日（日） 

 

https://forms.gle/tqj8uB3JNAnYv42X6 

 

◎愛知中小企業家同友会 

 電話 052-971-2671 
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◆編集・配信 

愛知県経済産業局 産業政策課 広報・企画調整グループ 

TEL:052-954-6330 

Email:sanronews@pref.aichi.lg.jp 

◆メールマガジンの登録、変更、解除はこちらから 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyo-seisaku/0000048086.html 
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